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　このたび在日華人女性交流会では、初の試みとして、全会員から役員を公募い
たしました。ご本人の意思と選考委員会の審査の結果、今年の３月から程强女史
が新理事として力を加えることになりました。
　程强理事おめでとうございます。
　今年の３月からの当会の理事会の名簿は以下のとおりです（順不同）。

◎理事会名簿

理事会人事報告
２０1２年３月吉日

文責：姜春姬

　常務理事兼事務局長  　李　宏

　理事　　  　程　强

　副会長  　黄　蔚
   　庄　严
   　李　艺

これからのご活躍を期待しております。

　会　長  　姜春姬

　常務理事  　王　婕　
   　徐　宁　　
   　李　军　　
   　庞　玲　

　　新春之际，在日华人女性交流会的三十三位会员及嘉宾欢聚一堂，共庆佳节，大家回顾过去
一年的风风雨雨，互道新年的问候和祝福，使新年会充满了欢声笑语，大家在一起畅谈交流。常
言道，三个女人一台戏，三十几位聚在一起是十几台戏，大家说不完的是永远的话题：工作、家
庭、子女的教育，一张张笑脸洋溢着幸福之情。
　　会上姜会长首先祝辞，总结了我会在过去的一年中各项工作与活动，副会长李艺致祝酒辞，
将美好的祝愿带给了在座的各位。事务局李宏表彰了过去一年中为我会的发展作出突出贡献的几
位会员，并颁发了奖状和奖品。她们是七年来一直为会报编辑工作任劳任怨，无偿奉献的于江洪，
积极担任瑜伽，养生和家居讲座的谢文馨和周方。
　　春节是中国人的传统节日，家乡的美味佳肴，又给新年会增添了几分喜庆，一曲【常回家看
看】勾起了大家的思乡之情，朴素无华的歌词道出了大家的心声，伴随着歌声，人人眼里泛起了
泪光，大家的情绪被调动起来。是的，我们不仅仅是妻子，母亲，我们还是父母亲的女儿，在我
们为工作，为家庭，为孩子而努力奋斗的岁月中，家乡的父母也步入了老年，白发已布满了他们
额头，他们有的已经走到了人生的尽头，而远在东瀛的我们，心头又何曾放下过他们，是他们的
支持和奉献，才有我们现在的这份安宁。从现在开始，我们是否应该常回家看望看望，在通讯发
达的当今，在电话里，在视频中常听听他们的声音，看看他们的笑容。
　　一年一度的新年会结束了，新年会既给我们带来了快乐，又给了我们启示和思考，愿每一年
的新年会都能给大家带来新的感觉。

黄　蔚新年会有感
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　３月２日、汪婉·駐日大使夫人は横浜華僑婦女会館にて、中日国交正常化４０周年について講演をな

さいました。

　当会も横浜の女性婦女会のお招きを受け一緒に「３·８」国際勤労婦人デーを祝いました。汪婉·駐

日大使夫人は歴史研究家であります。汪女史は４０年間の日中関係を振り返り、日中の関係は両国民の

地益に合致することで、着実に進歩しています。両国は引越しできない隣人でしかも二国間にはさまざ

まな問題が存在していますが、お互い助け合い友好協力を続けることが大

事であるとしました。内容はとても豊富で大変貴重な内容でした。

　参加者は横浜華僑総会の謝成発会長、任政光名誉会長、曽徳深顧問、横

浜山手中華学園の梁慶安理事長、山手中華学校の潘民生校長、日本華僑華

人聯合総会の陳学全副会長兼事務局長、当会の在日華人女性交流会姜春姫

会長、日中友好神奈川県婦人連絡会の若林昌会長及び華僑のリーダー、横

浜華僑婦女会の会員約５０人余りが出席しました。

　　在春寒料峭的3月，我们迎来了自己的节日――三·八妇女节。虽然不能休息，但是每位会员都收到了
女性交流会理事会发来的祝福短信，内心生发出浓浓的温情。

三·八妇女节的祝福
在日华人女性交流会各位会員: 
　　在三月八日这个值得纪念的日子里，首先祝贺大家节日愉快！在日本，很少听到周围说起三八
妇女节，但我们自己可别忽视了这个节日，至少也得给自己做个好菜，喝点红酒吧。
　　也正是在2004年3月8号的前一天，我们在日华人女性交流会正式成立了。可以说三八节也是我
们交流会的一个纪念日。时至今日我们交流会已经过了8年头了，八年里每位会员都为这个会的发
展壮大作出了努力。同时也为了我们自己的生活增添了不少色彩。今后的日子里，我们还靠着互帮
互助，广交朋友，使我们活得更年轻，更快活，更有质量。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流会  全体理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012.3.8

　　信写得很好！说得心理热乎乎的。谢谢！一定把咱们自己的会搞好搞大！给大家作一个我们自己的舞

台，让会员们在这里充分发挥⋯⋯我将尽我的微力。

　　今天一大早赶往国会作采访，差点忘了这个我们自己的节日。幸好有老朋友给手机发来祝贺短信，采

访枝野幸男大臣和鸠山由纪夫时我都自豪地向他们介绍了一下中国的“3·8妇女节”。他们都说，很遗憾，你

在日本不但不能休息，还要牺牲吃午饭的时间在工作⋯⋯

　　真的希望在这里也拥有我们自己的节日---即使工作不休息也是一种精神依托。我建议每年3·8时适当

地搞搞我们自己喜爱的活动，不也是一种团聚的机会么？

　　突发读后感，谢谢阅读。我要回到翻译的稿子里去了，也想听听大家的感想！

李さん皆さん

　李さんのお祝い言葉とてもよかったです。感動しました。これからも楽しく会を発展して行きましょう。

また今日大使館のパーティにいってきました。新しい方が多く日本の方が多い感じでした。また大使館の女

性館員は全員綺麗に着飾ってとても雰囲気がよかったです。最後は女性館員の合唱がとても素敵でした。相

当練習したようです。当会も見習い、頑張ってやりましょう。

会员严肃的回信：

会长姜春姬的回信：

三·八婦女節横浜華僑婦女会にて汪婉駐日大使夫人が講演
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大爱无疆
　　切换频道的时候，看到了央视报道易解放的专题节目，因为是中途切入，只是知道她在日本呆
过，为了儿子的心愿，数年前开始了在内蒙古的公益植树。
　　她的故事引起了我的兴趣，节目结束后便上网查了一下，知道了她更多的故事⋯⋯
　　因为儿子逝前谈到的一个心愿，引出了此后的“绿色生命”的公益
活动，更引出了一个宏伟的植树项目，她把对儿子的爱变成了对大
地母亲的爱，倾其所有，一步一步地在成就一份大爱无疆、功德无
量的艰辛而伟大的事业。
　　地球只有一个，易解放的公益活动得到了很多日本朋友的
支助，台湾的义工们也多次与她一起亲赴内蒙古植树，同为与日
本、中国有着千丝万缕的联系的女性，我们是否能够为易解放的
公益活动作些什么呢？

朱丽萍

　　因本人是中医针灸出身，所以对外治法倍加
推崇。简单说外治法就是不需服药，仅通过体表
的一些刺激或自身的一些有益运动来达到祛除病
痛益寿延年目的的方法。因外治法简便易学，疗
效显著且无副作用，近年来深受大众
喜爱，从国内日益兴起的养生热就可
窥知一般。
现就我喜爱的神阙穴艾灸法谈一点体
会。
　　神阙穴也就是肚脐正中。以现代
医学的观点看，“脐”只是初生儿脐
带脱落后遗留下的一个瘢痕组织;但
中医认为脐是一个具有治病作用的重
要穴位，名叫“神阙”。 
　　此穴位于任脉上，是五脏六腑之
本，为连接人体先天与后天之要穴，
被认为是经络之总枢，经气之汇海，
能司管人体诸经百脉。当人体气血阴
阳失调而发生疾病时，通过刺激或施
药于神阙穴，便可以调整阴阳、疏通
气血，收到祛邪治病之功效。　
　　神阙穴是体表一个标志点，是一
个瘢痕组织，不可针刺，但可用来拔
罐，敷药和艾灸。艾灸神阙穴的功效非同一般，
可益气壮阳，温肾健脾，祛风除湿，温通经络，调
和气血。

○简单概括一下有以下几点：
 1、重灸回阳救逆，治疗中风脱症
 2、温补脾胃，治疗腹痛，泄泻，痢疾，水肿

 3、温肾壮阳，治疗尿频，尿急，男子性功能障碍
 4、温中祛寒，治疗女子怕冷，四肢不温，不孕症
 5、调和阴阳气血，近年用来治疗过敏性鼻炎，
    针灸美容，皮肤病及益寿健身
　

1、艾条悬灸
艾条点燃后，离肚脐高度3厘米左右
持续悬灸，亦可缓慢旋转，每次10～
15分钟，以温热舒适，稍有红晕为度。

2、直接灸也叫隔姜灸或隔盐灸
隔姜灸：
取0.2～0.4厘米厚的鲜姜片一块，用
针穿刺数孔，盖于脐上，然后置小艾
炷或中艾炷于姜片上点燃施灸。每次
3～5壮，每次以灸至局部温热舒适，
灸处稍有红晕为度。
隔盐灸：
取干净细粒食盐适量，填满脐窝，上
置小艾炷或中艾炷施灸。每次3～5壮，
最好与神阙穴隔姜灸配合使用，以防
食盐遇火起爆，导致烫伤。

○艾灸神阙穴注意事项：
 1、脐部有外伤、炎症溃烂者及孕妇禁用。
 2、饭后或空腹不宜灸脐。
 3、艾灸不可急于求成，离脐部太近则易烫伤。

　　总之，艾灸神阙穴真可以大书特书一番，希
望大家为自己也为家人用一用此法，相信你一定
会喜欢上它。

艾
灸
神
阙
穴
的
妙
用

刘　荣

○艾灸方法可分为艾条悬灸和直接灸：

http://jp.npo-greenlife.org/参见：绿色生命
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不能累了才歇，不能病了才查
     ―我的体検“人間ドック”体验记
           周瑋生

过去的2011年，听到了几起“英年早逝”的不幸噩耗，不由得想起了以下警句：不能饿了才吃，不
能渴了才喝，不能困了才睡，不能累了才歇，不能病了才查，不能老了再后悔！经朋友平泽圭市郎
老先生（一位熱中於日中文化経済友好交流事業的老人）介绍，不久前我専程去了位于奈良県宇陀
市的“グランソール奈良”这一“人間ドック”的体検专业医疗机构作了一次全面的身体検査。第
一感想是，值得检查，必须检查；第二感想是，日本式“体検”这对13亿人口的中国，無疑是一巨
大的市场和商机。
 　　“グランソール奈良”提供了非常全面、細緻、高水平、高質量且温馨的体検。以下介绍我的 
“人間ドック”体验记及“グランソール奈良”的医療服务环境，供各位参考。当然感觉是因人而
异的。
  
　　グランソール奈良は、竹林の山の麓に築かれて、自然環境の豊かな地域に所在しています。
建物は白を基調として窓が前面に配置されるという「解放感」と「清潔感」あふれる外観です。
施設内に入るとリゾートホテル感覚のロビーがあり、検診の受付はコンシェルジュが担当してい
ます。椅子に座ってゆったりとした感覚で、不安に思う心も解消されました。
“グランソール奈良”医療機構
「第４のガン治療法」と云われる免疫細胞治療の“グランソール免疫研究所”

“グランソール奈良”医療機構　宿泊施設

　　建物の１階は検査部門として、医療機器が配置されています。２階以上は受診者のプライバ
シーに配慮し、すべてが個室になっています。メゾネットタイプやツインルームタイプがあり、
天井も高く圧迫感がありません。27～152㎡の広さがあり、全室バス·トイレが独立して、広くて
とても快適でした。付添い家族も宿泊できるようにゆったりと設計されています。この他、黒御
影石や高野槇を使った大浴場はサウナ付きです。リハビリ室は文化的なイベントや研修·研究発
表に使えるなど、アメニティー豊かな施設でもありました。施設の一角には「第４のガン治療法」
と云われる免疫細胞治療の研究所や生活習慣病の健康教室等に使用される談話室が配置してあり
ます。自然を肌で楽しみながら、リラックスした雰囲気の中で検診を行える医療施設でした。
　　今回は宿泊して、全身の精密検査を受けることにしました。主な検査内容は、CT検査（胸部·
腹部）、MRI検査（頭部）、胃内視鏡検査（胃カメラ）、大腸内視鏡検査（大腸カメラ）、心電図
検査、心臓エコー検査、腹部エコー検査、骨密度検査に身体測定（身長、体重等）です。血液検
査や視力·聴力測定はもちろん含まれています。乳がん検査に子宮がん検査は、女性の方にセットさ
れています。
　　検査機器としては米国ゼネラルエレトリック（GE）社製の医療機器（CT、MRI、RI、MMG、超
音波装置、心電計等）が採用され、看護師やスタッフは教育が行き届き、各検査を優しく案内し
てくれました。CTの検査では、三次元の画像描写ができるそうです。人体細部におけるミリ単位
の病巣を、モニターに鮮明に映し出される医療技術の高さに驚きました。CT検査に要する時間は
20秒です。全ての検査を行って、更衣を済ませるまでに要した時間は約3時間でした。あまりの早
さに、時間に厳しいビジネスマンには大変うれしく思いました。
　　検査が終わり、昼食をいただきました。健康第一を考えてか、食事の内容はバランスがとれ、
見た目にもかなり気を遣っていることがうかがえました。食事の後は、医師による診察や検査画
像について結果説明です。コンピュータ室に案内されました。
　　この医療システムの最大の特徴は、遠隔画像伝送と複数の専門医師よる診断です。光ファイバー
を利用して、医療画像やデータを提携先である画像診断施設に伝送し、各臓器毎の３名以上の専
門医師が診断を担当し、病巣の早期発見により早期治療が実現します。身体と精神的なストレス
を軽減させ、入院が必要であっても短期間で医療費削減にも貢献している素晴らしいシステムです。
　　また、万一、「ガン」と診断された場合は、「ガン免疫細胞療法」があります。自分の血液
中のリンパ球を短期間に数千倍に培養して体内に点滴で戻す方法です。自分の血液で自分のガン
を治療するため、副作用もなく安心できる治療法です。健康保険はききませんが、ガンを退治す
るための投資と思えば納得できます。これまでは、抗癌剤、放射線照射、手術による治療法だけ
でしたが、副作用やリスクを伴うことを考えると、画期的な治療法があるものだと感心しました。
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ドキドキしながら説明を受けましたが、結果は「異常なし」と聞いて、ホッと胸をなでおろした
次第です。医師は私の質問や疑問にも親身に応じていただき、また、健康が確認できたことに大
いに満足し、安心しました。

 　　以上是我的人间检修“人間ドック”体验记。如有兴趣者，可直接询问グランソール奈良 
　〒633-2221 奈良県宇陀市菟田野松井8-1　TEL 0745-84-9333　
　也可参看该机构网页：http://www.grandsoul.co.jp/index.htm

　　以下、转录两则短文，但愿雅俗共赏，老少互勉。
　　很少有人意识到，自己是世界上最幸运的人之一，我们实际上生活在天堂。
　　“福”字的解释就是“一件衣服一口田”，衣食无忧，就是有福气了。所以真的没有必要为些
琐事烦恼。人生短暂，知足常乐，是否幸福只在一念之间。

第一则：让我们领会生活的真谛，活得更健康，更快乐！
 不要攀，不要比，不要自己气自己
 少吃盐，多吃醋，少打麻将多散步
 按时睡，按时起，跑步跳舞健身体
一定要善待自己，享受人生。。。。。。

  能牵手的时候，请别只是肩并肩
  能拥抱的时候，请别只是手牵手
  能在一起的时候，请别轻易分开
  当大部分人都在关注你飞得高不高时，
  只有少部分人关心你飞得累不累－这就是友情
  再忙也要照顾好自己！
  
人生新概念：
 　一个中心：  一切以健康为中心
 　两个基本点：遇事潇洒一点，看事糊涂一点
 　三个忘记：  忘记年龄，忘记过去，忘记恩怨
 　四个拥有：  无论你有多弱多强，一定要拥有真正爱你的人，拥有知心朋友，拥有向上的事业，
   拥有温暖的家庭
 　五个要：     要唱，要跳，要俏，要笑，要苗条
 　六个不能：   不能饿了才吃，不能渴了才喝，不能困了才睡，不能累了才歇，不能病了才查，不
   能老了再后悔！
 
 第二则：压缩后的地球百人村
　　去年，我从美国东部到西部，从哈弗，MIT到南加州大学，横断美国本土，收获甚多。其中史丹
福大学医学研究所Phillip Marter教授，在某论坛上发表的一篇文字，多有共鸣，现予以转载。
　　如果我们把全球人口压缩成只有100人的部落，而且维持人类的各种比率，那么我们会得到下列
数据：
    (1) 57个亚洲人、 21个欧洲人、14个美洲人、8个非洲人
　(2) 52个男人、 48个女人
　(3) 30个白种人、70个非白种人
　(4) 30个基督徒、 70个非基督徒
　(5) 89个异性恋者、11个同性恋者
　(6) 6个人将拥有全部财富的59%，而且这6个人全部来自美国
　(7) 80个人的居家生活不甚理想
　(8) 70个文盲
　(9) 50个人营养不良
 (10) 1个人即将死亡、1个人即将生产
 (11) 1个人(是的，只有一个人！)拥有大专学历
 (12) 1个人拥有电脑!
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当我们从这样压缩的角度来看这个世界时，我们会更清楚这个世界需要更多的接纳、谅解、和教育。
还有一些值得我们深思的： 
　　如果您今天早上醒来时还算健康，恭喜您，因为有一百万人将活不过一星期。 
　　如果您不曾经历战争的危险、被监禁的寂寞、被凌虐的痛苦、或是饥寒交迫，恭喜您，您比5亿
人还好命。 
　　如果您可以参加宗教活动而不必担心被骚扰、逮捕、凌虐、或死亡，恭喜您，您比30亿人还自
由。 
　　如果您的冰箱里有食物、有衣服穿、还有地方住，恭喜您，您比全世界75%的人还富有。 
　　如果您在银行有存款、钱包里有钞票、还有一些零钱，恭喜您，您是全世界前8%的有钱人。 
　　如果您的双亲都还健在而且没有离婚，您算是幸运儿。 
　　您可以读这篇文章，那是双重幸运：有人想到了您这个朋友，而且世界上有20亿人根本不识字。
　　工作，可以不必要汲汲营营；用心去爱，即使您曾经受伤； 尽情跳舞，引喉高歌，管别人怎么
想；让自己活在人间天堂。

★本文作者系立命馆大学教授，立命馆孔子学院名誉院长（日本新华侨华人会初代会长，西日本新
华侨华人联合会初代会长）

 周晓虹拉筋 — 筋长一寸，寿延十年

　　人从小到老的过程，就是一个由软变硬的过
程。小孩多么柔软，随着年龄的增长，身体越来
越硬，直到人死，就彻底硬了。

　　道家有句名言：“骨正筋柔，气血自流”，
又说：“骨歪筋硬，浑身是病”。只要你的骨头
是正的，筋是柔的，气血就通；反之，各种病就
会找上门来。

　　佛家的《达摩易筋经》中也多次讲到“筋缩
则亡”，说的更可怕，筋缩了，人就死了。

　　现在的白领阶层很多人都有不太程度的筋缩，
主要有两大原因造成。一个是电脑。有了电脑之
后，大家每天坐在电脑面前不动；另一个是空调。
因为夏天空调吹冷风，热胀冷缩，本身坐在电脑
前不动，气血流动就慢，筋就越来越硬，再加上
空调一吹，就硬的更快了。

　　很多女孩子都有痛经以及各种各样的妇科病。
因为女人经常穿裙子、穿凉鞋、还穿各种露肩、
露背、露脐装，把肝脾肾三大筋经全部露出来了，
于是她们的筋就越来越硬，一硬一冷，血管一缩，

就出现痛症。所谓的痛经就形成了。

　　女人的病都和寒有关，和血有关，而肝脾肾
这三条经又都和血相关。如果里面有个血块，那
就流得更慢了，于是血块越来越凝结，凝结在那
个地方走不动，就成了子宫肌瘤、囊肿类的病。

　　《黄帝内经》里讲到“十二经络”，同时还
讲到“十二经筋”。“经筋”的走向和“经络”
的走向几乎是一摸一样的，所以遵循“筋”这条
路线来走，实际上治的还是“经络”上的病。

　　“经络”看不见，“经筋”有的看得见，有
的看不见。但是你一拉，马上就可以感觉到它
的疼痛、它的存在。所以说只要把筋拉开了，就
能治病。

　　拉筋的直接疗效是祛痛、排毒、增强性功能，
间接疗效则数不胜数。

　　由于版面关系，具体拉筋方法请参考交流会
的空间：

https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=FBC315D92E0C64DD&resid=FBC315D92E0C64DD%21148
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　わたしは二種類のカードをもっています。
ひとつは銀行の預金カードで、もうひとつはお店のポインドカードです。
友たちと一緒に買い物に行くとき、現金で支払うのではなく、クレジットカードで支払ったの
を見て、便利だなあと思いました。でも、万が一盗まれたら、悪用されて、莫大な損失を被るだ
ろうと考えて、つくる気持ちはありませんでした。偶にお店にいる金融機関の発行代理人に勧め
られても、わたしは手を横に振りながら、すみませんと言って去りました。
　引越しをしてから、ゼロからスタートした我が家は、いろいろ基本建設をし始めました。浴槽、
給湯器、洗濯機、電子レンジ、エアコン、洗浄トイレ、テレビ、ビデオカメラ、絨毯、カーテン
など数多く品物を、計画的に、少しずつ買っていきました。
友人の話によると、もしクレジットカードがあれば、現金よりも大変お得で、ポイントはもち
ろん、お金を使えば使うほど金融機関から商品券などをもらえるのが魅力だということでした。
ちょうどある日、アパートの近辺に大きなスーパーがオープンしました。
入口のところに、数人の若者が片手でパンフレットを持って、“30分間即発行”と叫びながら、
満面笑顔でとある金融機関のクレジットカードを客にすすめていました。わたしも一人に足を止
められて、一所懸命にこのクレジットカードの特典を紹介されました。
一枚だけ作ってみようかという考えで、手続きのカウンタの前に進んでいきました。書類を書
いて、固定電話番号を聞かれました。
「引越ししたばかりで、まだ取り付けていない」と言ったら、その場合は30分での発行ではな
く、二週間ぐらいかかるとの返事がありました。カードを今すぐ手に入れようという気持ちは強
くなかったので、二週間と言われても、いいじゃないかと思って、「二週間用」の書類をさっさ
と書いて、その店を出ました。
忘れた頃に、クレジットカード会社からの封筒が届きました。しかし、入っていたのはカード
ではなく、丁寧なお断りでした。
何で断られたのだろうと不思議に思いながら、友人に聞くと、固定電話はなければ、長期的に
住む可能性が低いと思われるので、品物を大量購入して代金を支払わない恐れがあるという判断
がなされたため、今度の発行拒否という結果につながったのではないかと説明してくれました。
ああ、そうなのですか。固定電話って、こんなに重要ですか。もちろん固定電話を設置する予
定はありましたが、かかるお金が少ない会社を探しているところでした。それでは固定電話を手
に入れたらもう一回申請してみようとわたしは考えました。
　やっと固定電話が手に入りました。
同じ店の、入口に立っている店員さんに声を掛けられました。
アイワイカードのキャンペンだと説明してくれました。30分間スピード発行ができるとのこと
で、一応書類を書いてから、衣料用品のところにいって、ゆっくりショッピングをしました。30
分間後、カウンタに行くと、店員さんの微笑みはなくなっていました。
また拒否されました。
どうしてなのか。理由を聞きたかったです。店員さんが、カード発行の本部に直接電話をつな
げてくれましたが、説明は曖昧で、どうして発行してくれなかったか結局はっきりしませんでし
た。
差別だ。それが最初の感想でした。
　母国から来た人間の中に、窃盗、詐欺、殺人など日本社会に大きな危害を与えている人がいる
ことは事実です。毎回そのような報道を見て、ショックを受けた一方、どうして彼らはお金に対
してあんなに欲望をもっているのか、わたしにとって不可解でした。
自分の力で、自分の生活を守る。自分の生活水準は自分のまかなえる範囲で保つ。金銭欲と物
欲に任せて、人間の命まで脅すのは理解できないというのがわたしの心境です。
しかし、日本にいる中国人はすべて悪者というわけではなく、わたしのように、汗を流し、真
面目に仕事をしている人も多い。どうして信頼してくれないのでしょうか。
心が痛みました。
クレジットカードはとても便利ですが、手に入れるのはこんなに難しいとは思いませんでした。
結局、カードは手に入りませんでしたが、代わりにわたしはなにかを得ることができました。

萍
カードカード
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肝臓に良い·疲労回復·ストレス軽減効果など、新生活でのストレスやお花見での飲み
過ぎが続くこの時期にピッタリの食品、シジミ。
シジミに含まれる“オルニチン”というアミノ酸成分が、数年前から注目を集めてきま

した。しかし、シジミ効果はそれだけではなかったのです！
2012年2月8日にオルニチン研究会が開催した「疲労とオルニチンに関する新たな可能性」

をテーマにしたセミナーでの、東京シナジークリニック院長で同志社大学研究員の森田祐二氏
の発表によれば、シジミには“疲れ肌改善効果·隠れシミ改善効果”という女性にとって
嬉しい効果が研究成果として現れたとのこと。
その研究結果についてご紹介します。
■疲れ肌効果の検証とは？
「疲れ気味でかつ、肌質が悪い」と感じている25歳から60歳までの健康な日本人女性39

名に対して行われた今回の実験。
被験者を無作為に2グループ（オルニチン摂取19名、オルニチンを含まないサプリ摂取

20名）に分け、それぞれの試験食品を8週間毎日摂取させたところ、「ハリ、つやがない」
「全体的に肌が乾燥する」「肌全体がくすんでいる」「肌荒れが気になる」など22の質問
に対して、オルニチンを摂取したグループ全員が全ての質問に対して改善されたと答えた
とのこと。

さらには、特に肌の弾力アップや、隠れシミの数の減少などの効果が顕著に現れたそう。
森田氏は、「オルニチンを摂取すると肝機能が鍛えられ、エネルギー共有がアップすると同時に、プロ

リンの共有力も上がり肌質のアップにつながると推測される」との語っています。
ちなみにプロリンとは、コラーゲンの原料となるアミノ酸成分です。

“お酒を飲み過ぎるお父さんにピッタリ”的な印象のあったシジミですが、肌の疲れ全体＋シミ改善に
も効果的だったのですね！　是非今夜から、美容のために“毎日のシジミ汁習慣”を開始してみてはいか
がでしょうか？

人生是由无数次动人的告别构成的

张忆茜

　　父母生我在被列为我国第一个五年计划中，
156项重大型工程之一的东北工业基地。记得他
们开赴西南地区三线建设苦战的时候，我虽然只
有六岁不到，但依稀记得与托儿所的老师和小朋
友告别时，哭的喘不上来气的情景。
　　转眼他们又先我而行去了渤海湾口岸，建设
由国外引进的大型项目。而那时的我，在西南已
成长到中学生阶段。有了儿时的好友和崇拜的师
长。面对又一次不得不与那些一起爬山，嘻泥的
伙伴及教我知正识恶的老师，还有熟悉的一草一
木告别。我们用了那个年代特有的方式---面对
着崇山峻岭互赠“豪言壮语”，做一块对社会有
用的“砖”，跟随父母，哪里需要，哪里“搬”。
　　结束了吉普赛人似的搬迁生活，我又赶上了
去“广阔天地”“大有作为”的年代，揣着只有
初中水准的《高中毕业证》，扛着“知青”的大
旗，告别了“九年一贯制”的学生时代，开赴素
有“南大荒”之称的盐碱地。在那里经历了“土
插队”的洗礼后，告别了给过“再教育”的贫下

中农，回到弃之过早的课堂，继而走上了工作岗
位。终于用了二十多年的时间，才获得了可以在
社会上独立生活的“资格证”。
　　然而，顺着出国潮，赴上东渡浪，乘上了“洋
插队”的船。眼前又是一番别样的告别。亲朋好
友的挥泪相送，长辈们的叮咛嘱咐⋯这一别，至
此，在东瀛又走过了20年，所经历的，那已不是
此时此篇所能用语言可叙尽的。异国他乡，携儿
添女，酸甜苦辣，尽在不言之中。
　　人生有无数次的告别。有自愿的，也有无奈
的。但在我看来，都是难忘的，动人的。她构成
了我这前半生“地球人”的“履历”。
　　以后，随着儿女的成长，自己及父母长辈的
衰老⋯还将有数不清的告别，我想那也应该是动
人的。让我们珍惜那一次次难忘的告别，珍惜我
们自己吧。
　　写在度东瀛二十年之际。

転載転載

美レンジャー　鈴木絢子さん　2012．4.18記事
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